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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
八戸工業大学 工学部 土木建築工学科 0215-142-150

八戸工業高等専門学校 建設環境工学科 （平成27年03月31日募集停止等) 0231-001-150

青森県立八戸工業高等学校 全日制課程 土木建築科 建築コース 0242-010-150

青森県立青森工業高等学校 全日制課程 建築科 0242-008-110

青森県立十和田工業高等
学校

全日制課程 建築科 0242-001-110

青森県立南部工業高等学校 全日制課程 建築科 （平成25年03月31日募集停止等) 0242-002-110

建築科 0242-003-110

インテリア科 0242-003-150

青森県立むつ工業高等学校 全日制課程 設備システム科 （平成23年３月31日募集停止等） 0242-004-150

青森山田高等学校 全日制課程 建築デザイン科 （平成24年03月31日募集停止等) 0245-009-150

光星学院高等学校 全日制課程 工業技術科
工業技術コース（平成25年03月31日募集
停止等)

0245-007-150

光星学院野辺地西高等学校 全日制課程 総合学科
産業技術系列 （工業技術系）（平成24年
03月31日募集停止等)

0245-006-150

八戸学院光星高等学校 全日制課程 工業技術科 工業技術コ－ス 0245-012-150

八戸学院野辺地西高等学校 全日制課程 総合学科 産業技術系列（工業技術系） 0245-010-150

環境建設科 建築コース（平成22年03月31日募集停止等) 0245-005-150

工業科 建築コース 0245-005-160

青森県立弘前高等技術専
門校

建築施工系 木造建
築科

建築システム工学科 普通課程（高卒2年） 0282-004-210

木造建築科 普通課程（高卒２年） 0282-002-210

木造建築科 普通課程（中卒２年） 0282-002-710

五所川原職業能力開発校
普通職業訓練 普通
課程

建築施工系木造建築科
（中卒3年）

（平成23年04月01日以降休止中） 0285-003-610

木造建築科（高卒２年） 0285-001-210

建築設計科（高卒２年） 0285-001-220

三沢職業能力開発校
建築施工系木造建築科
（高卒3年）

0285-005-110

八戸工業大学第一高等学校 全日制課程

青森県立むつ高等技術専
門校

八戸職業能力開発校

青森県立弘前工業高等学校 全日制課程

青森県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード

生活科学専攻（平成28年03月31日募集
停止等)

0322-003-150

生活デザイン専攻 0322-003-170

建築コース（平成23年03月31日募集停止等) 0342-001-150

0342-001-160

岩手県立宮古工業高等学校 全日制課程 建築設備科 0342-003-150

建築デザイン科
建築コース、デザインコース（平成25年03
月31日募集停止等)

0342-002-160

建築・デザイン科 0342-002-170

水沢校 建築設備科 0372-001-250

本校 建築科 0372-001-210

岩手県立大船渡職業能力
開発センター

建築科
普通課程（高卒1年）（平成24年04月01日
以降休止中）

0382-005-310

建築科（高卒２年） 0382-001-210

建築科（高卒1年） （平成24年03月31日募集停止等) 0382-001-310

建築施工系木造建築科
（高卒3年）

0385-004-110

建築施工系建築設計科
（高卒１年）

0385-004-310

建築施工系木造建築科
（中卒3年）

0385-004-610

釜石高等職業訓練校 普通課程 建築施工系　建築設計科 （高卒2年） 0385-011-210

北上高等職業訓練校 普通訓練課程 木造建築科（中卒3年） （平成23年03月31日募集停止等) 0385-008-610

建築施工系 建築設計科
（高卒2年）

0385-007-210

建築施工系 木造建築科
（中卒3年）

0385-007-610

建築施工系 木造建築科
（高卒３年）

（平成25年03月31日募集停止等） 0385-003-110

建築施工系 建築設計科
（高卒２年）

0385-003-210

建築施工系 木造建築科
（中卒３年）

（平成25年03月31日募集停止等） 0385-003-610

建築施工系 建築設計科
（中卒２年）

0385-003-710

木造建築科（高卒３年） 0385-006-110

建築設計科（高卒２年） 0385-006-210

木造建築科（中卒３年） 0385-006-610

建築施工系 木造建築科
（高卒３年）

（平成28年03月31日募集停止等) 0385-002-110

建築施工系 建築設計科
（高卒２年）

0385-002-210

建築施工系 木造建築科
（中卒3年）

（平成28年4月1日以降の入学者） 0385-002-610

建築施工系 建築設計科
（中卒２年）

（平成28年03月31日募集停止等) 0385-002-710

生活科学科
岩手県立大学盛岡短期大
学部

遠野高等職業訓練校

岩手県立産業技術短期大
学校

岩手県立二戸高等技術専
門校

岩手中央高等職業訓練校

岩手県立久慈工業高等学校 全日制課程 建設環境科

岩手県立盛岡工業高等学校 全日制課程

岩手県

二戸高等職業訓練校

宮古高等職業訓練校

東磐高等職業訓練校
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
(平成23年03月31日募集停止等) 0415-113-250

（平成27年03月31日募集停止等) 0415-113-260

環境構想学科 0415-113-270

（平成25年03月31日募集停止等) 0415-137-150

建築コース 0415-137-160

工学部 建築学科 0415-058-110

ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科 0415-058-250

都市・建築学コース 0411-170-150

都市・建築デザインコース 0411-170-160

人間環境デザイン学科 （平成25年03月31日募集停止等) 0415-138-250

建築環境学科 0415-138-260

宮城学院女子大学 学芸学部 生活文化デザイン学科 （平成28年03月31日募集停止等) 0415-156-250

宮城大学 事業構想学部 デザイン情報学科 （平成29年03月31日募集停止等) 0412-099-250

建築デザイン学科 （平成28年03月31日募集停止等) 0431-002-150

本科＋専攻科（平成28年
03月31日募集停止等)

（建築デザイン学科＋生産システムデザ
イン工学専攻建築デザイン学コース）

0431-002-950

建築学科 （平成22年09月30日募集停止等） 0431-001-110

本科＋専攻科
（建築学科＋建築情報デザイン学専攻）
（平成22年09月30日募集停止等）

0431-001-910

全日制課程 建築科 0443-001-110

定時制課程（夜間部制） 建築土木科 建築コース（４修制） 0443-002-150

宮城県工業高等学校 全日制課程 インテリア科 0442-006-150

宮城県白石工業高等学校 全日制課程 建築科 0442-003-110

宮城県古川工業高等学校 全日制課程 建築科 0442-004-110

宮城県石巻工業高等学校 全日制課程 建築科 0442-005-110

建築デザインコース（平成26年03月31日
募集停止等)

0455-005-350

建築技能コース（平成24年03月31日募集
停止等)

0455-005-360

建築技能コース（平成26年03月31日募集
停止等)

0455-005-370

大工技能学科 0455-005-380

建築デザイン学科 0455-005-385

仙台デザイン専門学校 文化教養専門課程 建築インテリア科 （平成23年03月31日募集停止） 0455-003-350

専門学校仙台カレッジオブ
デザイン

文化教養専門課程 建築デザイン科 (平成23年03月31日募集停止等） 0455-004-350

建築工学科 （平成27年03月31日募集停止等) 0455-001-310

建築工学コース 0455-001-320

CAD設計コース 0455-001-325

建築大工技能科 0455-001-330

建築デザイン科 （平成24年03月31日募集停止等) 0455-001-350

インテリアコーディネーターコース(平成23
年3月31日募集停止等)

0455-001-360

（平成23年4月以降の入学者） 0455-001-370

建築CADデザイン科 （平成26年03月31日募集停止等) 0455-001-380

建築CAD科 （平成27年03月31日募集停止等) 0455-001-385

建築科 （平成28年03月31日募集停止等) 0455-002-310

インテリア科 （平成28年03月31日募集停止等) 0455-002-350

福祉住環境デザイン科 （平成28年03月31日募集停止等) 0455-002-360

建築デザイン学科　建築
土木科

0455-002-370

建築デザイン学科　インテ
リア科

0455-002-380

専門課程 住居環境科 0471-001-250

応用課程 建築施工システム技術科 0471-001-150

職業訓練法人塩釜建設技
能者訓練協会高等職業訓
練校

建築施工系 木造建築科
（中卒3年）

0485-003-610

宮城県立大崎高等技術専
門校

建築科（高卒１年） （平成29年03月31日募集停止等) 0482-001-310

宮城県立仙台高等技術専
門校

訓練第2班 建築製図科（高卒１年） 0482-002-310

東北学院大学 工学部

工業専門課程東北文化学園専門学校

東北職業能力開発大学校

仙台市立仙台工業高等学校

インテリア科

東北電子専門学校 工業専門課程

建築科

工業専門課程

建築工学科

仙台工科専門学校

環境建設工学科

東北工業大学

生活環境学科
尚絅学院大学 総合人間科学部

仙台高等専門学校

宮城工業高等専門学校

東北大学 工学部 建築・社会環境工学科

東北文化学園大学 科学技術学部

宮城県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
秋田県立大学 システム科学技術学部 建築環境システム学科 0512-002-150

環境都市工学科 （平成29年3月31日募集停止等） 0531-001-150

本科＋専攻科 （環境都市工学科＋環境システム工学専攻） 0531-001-950

秋田県立秋田工業高等学校 全日制課程 建築科 0542-001-110

秋田県立大館工業高等学校 全日制課程 土木・建築科 建築コース（平成26年03月31日募集停止等) 0542-002-150

秋田県立大曲工業高等学校 全日制課程 土木・建築科 建築コース 0542-003-150

建築コース（平成23年03月31日募集停止等) 0542-004-150

建築系（平成26年03月31日募集停止等) 0542-004-160

木材技術系（平成26年03月31日募集停止等) 0542-004-170

秋田県立由利工業高等学校 全日制課程 建築科 0542-006-110

秋田県立横手清陵学院高
等学校

全日制課程 総合技術科 環境工学類 0542-005-150

秋田建築デザイン専門学校 専門課程 建築設計科 0555-001-350

東北職業能力開発大学校
附属秋田職業能力開発短
期大学校

専門課程 住居環境科 0571-001-250

秋田県立大曲技術専門校 建築施工系 木造建築科 （高卒2年） 0582-001-210

建築工芸科 （高卒２年） 0582-002-210

建築工芸科 （中卒２年） 0582-002-710

秋田工業高等専門学校

秋田県立能代工業高等学校 全日制課程 建築・木材科

秋田県立鷹巣技術専門校

秋田県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
東北芸術工科大学 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 0615-057-150

生活環境科学コース(平成23年03月31日
募集停止等)

0611-109-250

生活環境科学コース（平成23年04月01日
以降の入学者）（平成24年03月31日募集
停止等）

0611-109-260

地域教育文化学科
生活環境科学コース（平成29年03月31日
募集停止等)

0611-109-270

山形県立新庄神室産業高
等学校

全日制課程 環境デザイン科 0642-001-150

山形県立鶴岡工業高等学校 全日制課程 建築システム科 （平成27年03月31日募集停止等) 0642-002-150

山形県立長井工業高等学校 全日制課程 環境システム科 (平成25年03月31日募集停止等） 0642-006-150

スペシャリスト型（平成24年03月31日募集
停止等)

0642-003-150

（平成24年04月01日以降の入学者)（平成
29年03月31日募集停止等)

0642-003-160

山形県立米沢工業高等学校 全日制課程
建設環境類（建築科・環
境工学科）

建築コース 0642-004-150

住環境デザインコース(建築分野)（平成
22年03月31日募集停止等）

0645-005-150

住環境デザインコース（平成22年04月01
日以降の入学者）（平成30年03月31日募
集停止等)

0645-005-160

専門学校 山形Ｖ.カレッジ 工業関係専門課程 建築科 0655-002-110

山形デザイン専門学校 文化教養専門課程 環境デザイン科 0655-001-350

山形県立産業技術短期大
学校

建築環境システム科 0672-001-250

山形工科短期大学校 居住システム系 住居環境科 0675-002-250

（建築施工系木造建築
科）建設技術科

（高卒２年） 0682-001-210

（建築施工系木造建築
科）建設技術科

（中卒2年） 0682-001-710

米沢市高等技能専門校
建築施工系木造建築科
（中卒3年）

0685-002-610

生活総合学科

山形大学

やまがた創造工学科

山形県立山形職業能力開
発専門校

地域教育文化学部

山形県立山形工業高等学校 全日制課程 建築システム科

山形電波工業高等学校 全日制課程

山形県
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都道府県 学校名 学部名・課程名 学科名・科名 コース・専攻等名
学校課程

コード
郡山女子大学 家政学部 人間生活学科 建築デザインコース 0715-035-150

日本大学 工学部 建築学科 0715-069-210

会津大学短期大学部 産業情報学科 デザイン情報コース 0722-002-150

学校法人松韻学園福島高
等学校

全日制課程 建築・土木科 （平成23年03月31日募集停止等) 0745-006-150

福島県立会津工業高等学校 全日制課程 建築インテリア科 0742-001-150

土木科 建設コース(平成22年03月31日募集停止届等) 0742-002-150

建設科 建築コース(平成22年03月31日募集停止届等) 0742-002-160

福島県立喜多方桐桜高等
学校

全日制課程 建設科 0742-007-110

福島県立郡山北工業高等
学校

全日制課程 建築科 0742-005-110

福島県立勿来工業高等学校 全日制課程 建築科 0742-003-110

全日制課程 建築科 0742-004-110

建築コース（３年修了制） 0742-004-250

建築コース（４年修了制） 0742-004-260

国際情報工科自動車大学校 工業専門課程 建築CAD設計科 0755-002-550

専門学校国際情報工科大
学校

工業専門課程 建築ＣＡＤ設計科 （平成29年03月31日募集停止等) 0755-001-350

福島県立テクノアカデミー
会津職業能力開発校

普通課程 環境システム科 （高卒2年）（平成22年03月31日募集停止等) 0782-003-210

福島県立テクノアカデミー
郡山 職業能力開発校

建築科（高卒２年） 0782-002-210

福島県立テクノアカデミー
浜職業能力開発校

普通課程 建築科 （高卒2年） 0782-001-210

福島県立喜多方工業高等
学校

全日制課程

福島県立福島工業高等学校 定時制課程（夜間部
制）

工業科

福島県
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